インクジェットプリンター（複合機）

EP-M570T

使い方ガイド
本書は製品の近くに置いてご活用ください。
プリンターの基本的な使い方や、よくあるご質問の対処方
法などを説明しています。さらに詳しい製品全般の情報は
『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

使用上のご注意
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マニュアルの見方
マークの意味
B

この内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性
が想定される内容を示しています。

K

必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、
動作不良の原因になる可能性があります。

L

補足情報や参考情報を記載しています。

電子マニュアルのご案内
電子マニュアルは、コンピューターやス
マートフォン、タブレットから見るマニュ
アルです。
本製品の使い方は、本書以外に以下の電子マニュアルで説
明しています。

■『ユーザーズガイド』
本製品の使い方や詳細情報、トラブルへの対処方法全般を
説明しています。
電子マニュアルはコンピューターにソフトウェアをインス
トールすると同時にインストールされます。
< http://epson.sn > のサポートページからもご覧にな
れます。
マニュアルの最新版（PDF 形式）がエプソンのホー
ムページから入手できます。
< http://www.epson.jp/support/ >
コンピューターをお持ちでないお客様は、スマート
フォンやタブレット端末で、< http://epson.sn >
のサポートページから電子マニュアルをダウンロー
ドしてください。

電子マニュアルの開き方
■ Windows
デスクトップ上の［EPSON マニュアル］アイコンをダブ
ルクリックします。

アイコンがないときは、以下の手順で開いてください。
• Windows 7/Windows Vista/Windows XP
［スタート］［
- すべてのプログラム（またはプログラム）］［Epson Software］-［EPSON マニュアル］の順にク
リックします。
• Windows 8.1/Windows 8
チャームを表示し、［検索］で［EPSON マニュアル］
と入力してください。
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• Windows 10
スタートボタンを右クリックして、［すべてのアプリ］［Epson Software］-［EPSON マニュアル］の順に選
択します。

■ Mac OS X
［Dock］内の［EPSON マニュアル］アイコンをクリッ
クします。
アイコンがないときは、
［起動ディスク］-［アプリケーショ
ン］-［Epson Software］-［EPSON マニュアル］の順に
クリックします。

■ スマートフォンやタブレット
右の URL または QR コードからアクセスします。

< http://epson.sn >

ご注意
• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止
します。
• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付
きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負
いかねますのでご了承ください。
• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適
当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者
によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障
害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
• Apple、Mac OS、OS X、iPad、iPhone、iPod
touch、iTunes は米国およびその他の国で登録された
Apple Inc. の商標です。

使用上のご注意

使用上のご注意
本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に本製品のマニュアルを必ずお読みください。本製品の
マニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をい
つでも解決できるように手元に置いてください。

記号の意味
本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱い
を次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

A

この表示を無視して誤った取り扱いをする
と、人が死亡または重傷を負う可能性が想定
される内容を示しています。

B

この表示を無視して誤った取り扱いをする
と、人が傷害を負う可能性および財産の損害
の可能性が想定される内容を示しています。
製品が水に濡れることの禁止を示していま
す。

してはいけない行為（禁止行為）を示してい
ます。

特定の場所に触れることの禁止を示していま
す。

分解禁止を示しています。

電源プラグをコンセントから抜くことを示し
ています。

使用上のご注意

必ず行っていただきたい事項（指示、行為）
を示しています。

濡れた手で製品に触れることの禁止を示して
います。

設置

B
本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作
業してください。
無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれ
があります。

不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に
設置・保管しないでください。
落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあ
ります。

本製品を移動する際は、左右の下部を両手で持
ち、水平な状態で移動してください。
傾けたり立てたりすると、スキャナーユニット
が開いて、けがをするおそれがあります。

油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど
湿気の多い場所に置かないでください。
感電・火災のおそれがあります。

静電気
静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。
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使用上のご注意

電源

A
電源プラグをコンセントから抜くときは、コー
ドを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いて
ください。
コードの損傷やプラグの変形による感電・火災
のおそれがあります。
電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、
刃の根元、および刃と刃の間を清掃してくださ
い。
電源プラグを長期間コンセントに差したままに
しておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが
付着し、ショートして火災になるおそれがあり
ます。
電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使
用してください。
感電・火災のおそれがあります。
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだ
さい。
感電のおそれがあります。

AC100V 以外の電源は使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状
態で使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
電源コードのたこ足配線はしないでください。
発熱して火災になるおそれがあります。
家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電
源を取ってください。
破損した電源コードを使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
電源コードが破損したときは、エプソンの修理
窓口に相談してください。
また、電源コードを破損させないために、以下
の点を守ってください。
• 電源コードを加工しない
• 電源コードに重いものを載せない
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり
しない
• 熱器具の近くに配線しない
付属の電源コード以外は使用しないでください。
また、付属の電源コードを他の機器に使用しな
いでください。
感電・火災のおそれがあります。

B
長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

取り扱い

A
異物や水などの液体が内部に入ったときは、そ
のまま使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか
ら抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓
口に相談してください。
マニュアルで指示されている箇所以外の分解は
行わないでください。
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可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在す
るおそれのある場所では使用しないでください。
また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプ
レーを使用しないでください。
引火による火災のおそれがあります。
煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状
態のまま使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電
源プラグをコンセントから抜いてから、販売店
またはエプソンの修理窓口に相談してください。

A
製品内部の、マニュアルで指示されている箇所
以外には触れないでください。
感電や火傷のおそれがあります。
雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続され
ている機器（製品本体、電源コード）に触れな
いでください。
感電のおそれがあります。

お客様による修理は、危険ですから絶対にしな
いでください。
各種ケーブルは、マニュアルで指示されている
以外の配線をしないでください。
発火による火災のおそれがあります。
また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそ
れがあります。
開口部から内部に、金属類や燃えやすい物など
を差し込んだり、落としたりしないでください。
感電・火災のおそれがあります。

使用上のご注意

液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶
に十分注意してください。
万一以下の状態になったときは、応急処置をし
てください。
• 皮膚に付着したときは、付着物を拭き取り、
水で流し石けんでよく洗い流してください。
• 目に入ったときは、きれいな水で最低 15 分
間洗い流した後、医師の診断を受けてくださ
い。
• 口に入ったときは、速やかに医師に相談して
ください。

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある
場所や火気のある場所では使用しないでくださ
い。
感電・火災のおそれがあります。

B
本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラ
グをコンセントから抜き、全ての配線を外した
ことを確認してから行ってください。
コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそ
れがあります。
本製品を輸送するときは、インクタンクのキャッ
プをしっかり締めてください。
インクが漏れるおそれがあります。
各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向
きや手順を間違えないでください。
火災やけがのおそれがあります。
マニュアルの指示に従って、正しく取り付けて
ください。

印刷用紙の端を手でこすらないでください。
用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそ
れがあります。
本製品の上に乗ったり、重いものを置いたりし
ないでください。
特に、子どものいる家庭ではご注意ください。
倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあ
ります。また、ガラス部分が割れてけがをする
おそれがあります。
電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に
指を近付けないでください。
指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするお
それがあります。用紙は、完全に排紙されてか
ら手に取ってください。
本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立
てたり、逆さまにしないでください。
インクが漏れるおそれがあります。
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使用上のご注意

インクボトルの取り扱い

B
インクを補充するときは、以下の点に注意して
作業してください。
• インクボトルのシールは、ゆっくり剥がして
ください。インクが⾶び散るおそれがありま
す。
• インクボトルのキャップはしっかり締めてく
ださい。インクが漏れるおそれがあります。
• 注⼊⼝からインクが漏れないように⼊れてく
ださい。インクが⾶び散るおそれがあります。
⾐服や所持品に付着すると、取れないことが
あります。

インクボトルは強く振らないでください。
強く振ったり振り回したりすると、ボトルから
インクが漏れるおそれがあります。
インクは飲まないでください。
インクボトルは、子どもの手の届かない場所に
保管してください。

インクが皮膚に付着したときや目や口に入った
ときは、以下の処置をしてください。
• 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで
洗い流してください。
• 目に入ったときは、すぐに水で洗い流してく
ださい。そのまま放置すると目の充血や軽い
炎症を起こすおそれがあります。異常がある
ときは、速やかに医師に相談してください。
• 口に入ったときは、速やかに医師に相談して
ください。
インクボトルのご注意
• インクボトルは常温で直射日光を避けて保管してください。
• インクボトルは、ボトルまたは個装箱に書かれている期限までに使用することをお勧めします。
• インクボトルの袋は、インクタンクにインクを補充する直前まで開封しないでください。
• 真空パックのためボトルがつぶれていることがありますが、品質には影響ありません。
• シールを剥がしたインクボトルを傾けたり振ったりしないでください。インクが漏れることがあります。
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各部の名称

各部の名称
主な操作部を説明します。詳しくは『ユーザーズガイド』-「各部の名称と働き」をご覧ください。

プリンター本体
シートフィーダー

用紙サポート

印刷用紙をセットします。

セットした印刷用紙を支えます。

給紙口カバー

用紙ガイド

内部に異物が入ることを防ぎます。

用紙をまっすぐ送る
ためのガイドです。

操作パネル

各部の名称

排紙トレイ
印刷された用紙を保持します。

プリントヘッド（下側）
インクを吐出します。

スキャナーユニット
原稿をスキャンします。

インクタンクユニット
インクタンクを収納します。

インクタンク
インクを供給します。

原稿カバー
スキャン時に外部の光を遮ります。

原稿台
原稿をセットします。

メモリーカードスロット
メモリーカードをセットします。
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各部の名称

USB ポート
電源コネクター

USB ケーブルを接続します。

電源コードを接続します。

操作ボタン

A

電源を入れたり切ったりします。
電源ランプの点滅時は電源を切らない
でください。

D

ストップボタン：
現在実行中の動作を中止したり、前の
画面に戻ったりします。

B

ホーム画面を表示します。

E

C

上下左右ボタンを押してメニューを選
択し、OK ボタンでメニューを確定し
ます。

スタートボタン：
印刷やコピーなどを開始します。

OK
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画面の見方と使い方
項目やメッセージが表示されます。

ボタンを押してメニューや設定項目を選択します。

①

④
⑦
⑤
②

②

⑥

③
①

ネットワークの接続状態をアイコンで表示します（無効中または接続処理中は、アイコンが消灯します）。
無線 LAN 接続に問題がある、または検索中
無線 LAN 接続中
線の数が多いほど、電波の状態は良好です。

各部の名称

無線 LAN 無効中または接続処理中
Wi-Fi Direct 接続が有効
Wi-Fi Direct 接続が無効
②

ボタンを押すと、機能名称とそのアイコンが表示されます。
コピー

文書や写真などをコピーできます。

写真の印刷

メモリーカード内の写真を印刷できます。

スキャン

文書や写真などをスキャンできます。

Epson iPrint 接続

プリンターとスマートフォンやタブレットを接続できます。詳しくは、http://epson.sn の［サ
ポート］-［ヒント集］を開き、［Epson iPrint 接続］で検索してください。

フォーム印刷

メモリーカード内の写真を使って便箋を印刷したり、スケジュール表を印刷したりできます。

セットアップ

プリンターのお手入れやいろいろな機能、動作に関する設定ができます。

無線 LAN 設定

無線 LAN に接続するためのメニューを表示します。メニューの詳細は『ユーザーズガイド』「ネットワーク設定」をご覧ください。

③

操作できるボタンがアイコン表示されます。この例では、OK ボタンで選択したメニューに進むことを示しています。

④

表示されている画面の名称です。

⑤

操作できるボタンがアイコン表示されます。この例では、

ボタンで枚数設定することを示しています。

⑥

操作できるボタンがアイコン表示されます。この例では、
示しています。

ボタンで［カラー］か［モノクロ］を選択することを

⑦

エラーやお知らせがあると、画面にコードが表示されます。コードの意味は以下をご覧ください。
N 28 ページ「操作パネルにメッセージが表示された」
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セット方法

セット方法
印刷用紙のセット
印刷用紙取り扱い上の注意
• 印刷用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されてい
る注意事項を確認してください。
• 印刷用紙を複数枚セットするときは、よくさばいて紙粉
を落とし、側面を整えてください。ただし、写真用紙は
さばいたり、反らせたりしないでください。印刷する面
に傷が付くおそれがあります。

印刷できない用紙
次のような用紙は使用しないでください。紙詰まりや印刷
汚れの原因になったり、正しく印刷できなくなったりする
可能性があります。
• 波打っている、破れている、切れている、折りがある、湿っ
ている、厚過ぎる、薄過ぎる、硬い、シールなどが貼っ
てある用紙。

• のり付けおよび接着の処理が施された封筒や二重封筒、
窓付き封筒、フラップ（封を閉じる折り返しの部分）が
円弧や三角形状の長形封筒や角形封筒。

• 印刷用紙が反っているときは、反りと反対に丸めるなど
して平らにしてください。反った印刷用紙は紙詰まりや
印刷汚れの原因になる可能性があります。
• フラップを一度折った長形封筒や折り跡のある封筒、
反った封筒。

• 封筒は、よくさばいて側面を整えてください。封筒の束
が膨らんでいるときは平らになるように手でならして、
膨らみを取り除いてください。
• 薄い封筒。印刷中に丸まる可能性があります。
• ハガキの両面に印刷するときは、片面印刷後しばらく乾
かし、反りを修正して（平らにして）からもう一方の面
に印刷してください。宛名面から先に印刷してください。
• 折り跡のある往復ハガキや写真店などでプリントした写
真ハガキや絵ハガキなど、厚いハガキは使用しないでく
ださい。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。
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印刷できる用紙とセット枚数、用紙種類
以下は 2016 年 8 月現在の情報です。
よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙（純正品）のご使用をお勧めします。

■ エプソン製専用紙（純正品）
用紙名称

対応サイズ

両面上質普通紙
＜再生紙＞

A4

写真用紙＜光沢＞

写真用紙
＜絹目調＞

*2

*2

写真用紙ライト
＜薄手光沢＞ *2
PM マットハガキ

*2*3

セット
可能枚数
80

［用紙種類］の設定

操作パネル
からコピー /
写真の印刷

操作パネル
普通紙

普通紙

A4、六切 *3、 20
2L 判、
KG サイズ、
L判

○

写真用紙

EPSON 写真用紙

ハイビジョン
サイズ *3

20

-

A4、L 判、
2L 判

20

○

写真用紙

EPSON 写真用紙

A4、L 判、
2L 判、KG
サイズ

20

○

写真用紙ライト

EPSON 写真用紙ライト

ハガキ

20

-

宛名面：ハガキ宛名面 *5
通信面：フォトマット紙 *5

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：EPSON フォトマッ
ト紙
EPSON フォトマット紙

*4

A4

20

-

フォトマット紙

A4

80

-

スーパーファイン専用
ラベルシート *3

A4

1

-

スーパーファイン専用
ハガキ

ハガキ

30

○

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：スーパーファイン紙

*2

スーパーファイン紙

-:
*1:
*2:
*3:
*4:
*5:

スーパーファイン紙

*5

EPSON スーパーファイン紙

スーパーファイン紙

*5

EPSON スーパーファイン紙

セット方法

○

*1

*3

フォトマット紙

プリンタードライバー、
スマートフォンや
タブレット

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：EPSON スーパーファ
イン紙

非対応
手動両面印刷時に片面印刷済みの用紙をセットするときは 30 枚まで
デジタルカメラの色に忠実にプリントする PRINT Image Matching（プリント イメージ マッチング）に対応
コンピューターまたはスマートデバイスからの印刷のみ対応
手動両面印刷時に片面印刷済みの用紙をセットするときは 1 枚のみ
セットした用紙の情報登録のみ。操作パネルからの印刷は非対応
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セット方法

■ 市販の印刷用紙
用紙名称

コピー用紙
事務用普通紙

対応サイズ

A4

用紙ガイド
の三角マー
クが示す線
まで *2

○

Legal 、
ユーザー定義
サイズ *1

1

-

ハガキ

30

郵便ハガキ（インク
ジェット紙）*4

ハガキ

往復ハガキ

操作パネル

プリンタードライバー、
スマートフォンや
タブレット

普通紙

普通紙

○

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：郵便ハガキ

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：郵便ハガキ

30

○

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：郵便 IJ ハガキ

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：郵便ハガキ（インク
ジェット紙）

往復ハガキ

30

-

郵便ハガキ

郵便ハガキ

長形封筒

*6

長形 3 号、
4号

10

-

洋形封筒

*1*7

洋形 1 号、
2 号、3 号、
4号

10

-

Letter

*1

B5
A5

、A6

*1

*1

*1

郵便ハガキ

-:
*1:
*2:
*3:
*4:
*5:
*6:

*4

*1*4

○

*3

-

非対応
コンピューターまたはスマートデバイスからの印刷のみ対応
手動両面印刷時に片面印刷済みの用紙をセットするときは 30 枚まで
コピーのみ対応、写真の印刷は非対応
日本郵便株式会社製
セットした用紙の情報登録のみ。操作パネルからの印刷は非対応
Windows からの印刷のみ対応

*7: 宛名面のみ対応
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セット
可能枚数

［用紙種類］の設定

操作パネル
からコピー /
写真の印刷

*5

封筒

*5

封筒

封筒

*5

封筒

• ハガキ

用紙をセットする

A

給紙口カバーを開け、用紙サポートを 2 段全
て引き出して、後ろに倒して固定します。

• 封筒

用紙ガイドを左端に移動させます。

C

印刷する面を手前にして、シートフィーダー
の右端に沿って縦長にセットします。

セット方法

B

• 穴あき用紙

プリンターの画面に、現在の用紙サイズと用紙種類
の設定が表示されます。

L
• 定形サイズで普通紙の穴あき用紙に対応して
います。
• 印刷データが穴位置にかからないように調整
してください。

K
セット可能枚数を超えてセットしないでくださ
い。普通紙は用紙ガイドの三角マークが示す線
を越えてセットしないでください。

D

用紙ガイドを用紙の側面に合わせて、給紙口
カバーを閉めます。

K
シートフィーダーの右端に沿って用紙をセット
していないと、用紙の設定画面が表示されませ
ん。その状態で印刷を開始するとエラーになり
ます。

13

セット方法

E

排紙トレイを引き出し、ストッパーを起こし
ます。

• セットした用紙と違うため設定を変える：

▲▼で選択して、
OK ボタンを押す

操作パネルに表示された用紙サイズと用紙種類の
設定を確認します。

用紙サイズの画面

用紙種類の画面

登録済みの情報

用紙のサイズと種類を選択する
◀▶ボタンで選択して、OK ボタンを押す

F

用紙のサイズと種類をプリンターに登録しま
す。
ホーム画面の［セットアップ］-［プリンターの基
本設定］-［用紙の設定］-［サイズ / 種類の設定］
でも登録できます。
• 登録済みの用紙のまま使う：

▲▼で選択して、
OK ボタンを押す

作業終了！
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メモリーカードのセット
対応メモリーカードは 2016 年 8 月現在の情報です。サポートする最大容量は『ユーザーズガイド』-「付録」-「プリンター
の仕様」-「外部記憶装置の仕様」を確認してください。最新情報はエプソンのホームページ「よくあるご質問（FAQ）」でご
確認ください。
http://www.epson.jp/support/faq/
N 製品カテゴリー → お使いの製品の順に選択し、
「対応メモリー」などのキーワード入力で検索できます。

メモリーカード
スロット

A

メモリーカードをプリンターにセットします。
データの読み込みが開始されてランプが点滅します。読み込みが終了するとランプは点灯状態になります。
メモリーカードは奥まで完全には入りきりません。

セット方法

miniSD カード *
miniSDHC カード *
microSD カード *
microSDHC カード *
microSDXC カード *

SD メモリーカード
SDHC メモリーカード
SDXC メモリーカード

*: アダプター無しでセットできるメモリーカードと同じサイズのアダプターを装着してください。装着せずにセットす
ると、カードが取り出せなくなるおそれがあります。

B

印刷などが終わったら、ランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを取り出します。

K
ランプ点滅時（通信中）にメモリーカードを取り出すと、保存されているデータが壊れることがあります。
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セット方法

原稿の置き方

原稿のセット
原稿台（ガラス面）には A4 サイズまでの原稿をセットで
きます。 ディスクや本などの厚い原稿もセットできます。

原稿台に原稿をセットする

A

■ 文書などの原稿
原稿台の端から 1.5mm 離して置きます。

原稿カバーを開けます。

■ Epson Scan 2［フォトモード］の［サ
ムネイル表示］でのスキャン時
原稿台の端から 4.5mm 離して置きます。
複 数 の 写 真 を 並 べ る と き は、 写 真 と 写 真 の 間 を
20mm 以 上 離 し ま す。 対 応 す る 最 小 サ イ ズ は
15 × 15mm です。

B

スキャンする面を下にして、原点マークに合
わせて原稿を置きます。

原点マーク

L
• 原稿台の端から 1.5mm の範囲はスキャンで
きません。
• 機能ごとの原稿の置き方は、右欄の「原稿の
置き方」をご覧ください。

C
D

原稿カバーをゆっくり閉めます。
本などの厚い原稿をセットしているときは、原稿台
に照明などの光が直接入らないようにしてください。

コピーやスキャンが終わったら、原稿を取り
出します。
原稿を長時間セットしたままにすると、原稿台に貼
り付くことがあります。

16

コピー

コピー
操作パネルから用紙のサイズや種類を設定してコピーをし
ます。

A

操作パネルで用紙の設定をしてください。
N 13 ページ「用紙をセットする」

B
C

原稿をセットします。

D

ホーム画面から◀▶ボタンで［コピー］を選
択して、OK ボタンを押します。

▼ボタンでその他の設定項目を表示して、上
から順に設定します。
設定を変更するときは、▲▼ボタンで設定項目を選
択し、◀▶ボタンで設定値を選択して、OK ボタン
を押します。

プリンターに印刷用紙をセットします。

排紙トレイを引き出します。

E

H

N 16 ページ「原稿のセット」

▲▼ボタンでコピー枚数を設定し、◀▶ボタ
ンでカラーコピーかモノクロコピーかを選択
します。

• 倍率： コピー倍率を選択して、原稿を拡大または縮
小してコピーします。
• 任意倍率： 拡大または縮小の倍率を、25 ～ 400％
の範囲で指定します。
• 用紙サイズ：
• 用紙種類：

印刷用紙のサイズを選択します。
印刷用紙の種類を選択します。

• 印刷品質： ［エコノミー］を選択すると速く印刷でき
ますが、印刷濃度は薄くなります。
［きれい］を選択す
ると高品質で印刷できますが、
印刷に時間がかかります。

I
F

OK ボタンを押して、印刷設定を表示させます。

G

設定内容を確認します。

コピー

• コピー濃度： コピー結果が薄いときは ▶ボタンを押
して濃度を上げます。こすれが発生するときは◀ボタ
ンを押して濃度を下げます。

ボタンを押します。

以上で終了です。
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メモリーカードから写真を印刷

メモリーカードから写真を印刷
写真印刷の基本手順

A

プリンターに印刷用紙をセットして、排紙ト
レイを引き出します。
操作パネルで用紙の設定をしてください。
N 13 ページ「用紙をセットする」

B

メモリーカードをセットします。

C

ホーム画面から◀▶ボタンで［写真の印刷］
を選択して、OK ボタンを押します。

D

写真と印刷枚数を設定します。

N 15 ページ「メモリーカードのセット」

① ◀▶ボタンで印刷する写真を表示させ、
② ▲▼ボタンで印刷枚数を設定して写真を選択し
ます。複数の写真を選択するときは、①、②の
手順を繰り返します。

• 用紙サイズ：
• 用紙種類：

印刷用紙のサイズを選択します。
印刷用紙の種類を選択します。

• フチなし設定： 周囲に余白（フチ）なしで印刷します。
画像を用紙から少しはみ出るくらいに拡大して、用紙
端に余白が出ないように印刷します。
• 印刷品質： 印刷品質を設定します。［きれい］を選択
すると、高品質で印刷できますが、印刷に時間がかか
ります。

G

ボタンを押します。

以上で終了です。

オリジナルの便箋やスケジュール表
などを印刷する
［フォーム印刷］では、一般的な罫線入り用紙やスケジュー
ル表、オリジナルの便箋などを簡単に印刷できます。
便箋

E

ノート罫線

スケジュール帳

OK ボタンを押して、印刷設定画面を表示さ
せます。

A

プリンターに印刷用紙をセットして、排紙ト
レイを引き出します。
セット後に表示される画面で用紙の設定をすると、
印刷設定に反映されます。

F

設定を変更するには、▼ボタンを押します。
▲▼ボタンで設定項目を選択し、◀▶ボタン
で設定値を選択して、OK ボタンを押します。

B

便箋にお手持ちの画像を入れて印刷したいと
きは、画像が入ったメモリーカードをプリン
ターにセットします。

C

ホーム画面から◀▶ボタンで［フォーム印刷］
を選択して、OK ボタンを押します。

D

◀▶ボタンで印刷したい項目を選択して、OK
ボタンを押します。

この後は、画面の案内に従って操作してください。
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スキャン

スキャン
操作パネルからスキャンする

D

書類や雑誌などのスキャンした画像をコンピューターに保
存できます。

L
• Epson Event Manager で、保存するフォ
ルダーや保存形式、画像のサイズなどを変更
できます。
• プリンターがネットワークに接続されてい
るときは、スキャンした画像を保存するコ
ンピューターを選択できます。プリンターの
操作パネルに表示されるコンピューターは、
20 台までです。
• スキャンした画像を保存するコンピューター
がネットワーク上にあるときは、コンピュー
ター名の先頭から 15 文字までが操作パネル
に表示されます。Epson Event Manager
で［ネットワークスキャン名（半角英数字）］
を設定していると、ネットワークスキャン名
が表示されます。
• コンピューター名に半角英数字以外の文字が
含まれていると、スキャンした画像を保存す
るコンピューターが操作パネルに正しく表
示されません。Epson Event Manager で
［ネットワークスキャン名（半角英数字）］を
設定してください。

K
お使いのコンピューターに Epson Scan 2（エプソ
ン スキャン ツー）と Epson Event Manager（エプ
ソン イベント マネージャー）がインストールされて
いる必要があります。

A

原稿台に原稿をセットします。

B

ホーム画面から◀▶ボタンで［スキャン］を
選択して、OK ボタンを押します。

C

◀▶ボタンでコンピューターに保存する方法
を選択して、OK ボタンを押します。

N 16 ページ「原稿のセット」

•［スキャンしてコンピューターへ（JPEG）］：ス
キャンした画像を JPEG 形式で保存します。
•［スキャンしてコンピューターへ（PDF）］
：スキャ
ンした画像を PDF 形式で保存します。
•［スキャンしてコンピューターへ（E メール）］：
自動でコンピューターのメールソフトウェアを起
動し、画像をメールに添付します。

スキャンした画像を保存するコンピューター
を選択します。

E

ボタンを押します。

スキャン

以上で終了です。
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スキャン

コンピューターからスキャンする
スキャナードライバー Epson Scan 2（エプソン スキャ
ン ツー）でスキャンします。Epson Scan 2 の［ドキュ
メントモード］を例にして、スキャンの基本手順を説明し
ます。他のモードでも操作の流れは同様です。

A

原稿台に原稿をセットします。

B

Epson Scan 2 を起動します。

N 16 ページ「原稿のセット」

• Windows での起動方法
Windows 10：
スタートボタンをクリックして、［すべてのアプ
リ］-［EPSON］-［Epson Scan 2］の順に選
択します。
Windows 8.1/Windows 8：
検索チャームでソフトウェア名を入力して表示さ
れたアイコンを選択します。
Windows 7/Windows Vista/Windows XP：
スタートボタンをクリックして、［すべてのプロ
グラム］（または［プログラム］）-［EPSON］［Epson Scan 2］の順に選択します。
• Mac OS X での起動方法
［移動］-［アプリケーション］-［Epson
Software］-［Epson Scan 2］の順に選択し
ます。

L
Epson Scan 2 は Mac OS X のファストユー
ザスイッチ機能には対応していません。この機
能を無効にしてください。

C

［モード］リストから［ドキュメントモード］
を選択します。

D

［基本設定］タブで以下の項目を設定します。

E

必要に応じて、その他のスキャン設定をしま
す。

•［原稿サイズ］：セットした原稿のサイズを選択し
ます。
•［イメージタイプ］：スキャンした画像を保存する
ときの色を選択します。
•［解像度］：解像度を設定します。

［プレビュー］ボタンをクリックすると画像をプ
レビューできます。プレビュー画面が開き、プレ
ビュー画像が表示されます。
［拡張設定］タブでは、原稿に適した画像調整がで
きます。
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F

ファイルの保存設定をして［スキャン］をク
リックします。

以上で終了です。

コンピューターから印刷

コンピューターから印刷
アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面
を表示させて、印刷設定をします。

D

項目上で右クリックして［ヘルプ］をクリックする
と、設定項目の説明が表示されます。

L
• アプリケーションソフトによって操作が異なりま
す。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご
覧ください。
• 写真印刷には「E-Photo（イーフォト）」を使うと
便利です。
詳しくは『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）
をご覧ください。

［基本設定］タブと［ページ設定］タブの各項
目を設定します。

E

［OK］をクリックして画面を閉じます。

F

［印刷］をクリックします。

以上で終了です。

Windows の場合

B

印刷するファイルを開いて、［ファイル］メ
ニューの［印刷］（または［プリント］など）
を選択します。

C

プリンターを選択し、
［プロパティ］
（または［詳
細設定］など）をクリックします。

操作パネルで用紙の設定をしてください。

A

プリンターに印刷用紙をセットします。

B

印刷するファイルを開いて、［ファイル］メ
ニューの［プリント］（または［印刷］など）
を選択します。

操作パネルで用紙の設定をしてください。

プリンタードライバー（印刷設定）の画面が表示さ
れます。［詳細を表示］（または［▼］）をクリック
すると、詳細設定画面が表示されます。
プリンターを選択

プリンタードライバー（印刷設定）の画面が表示さ
れます。

C

以下の設定をします。
•
•
•
•

プリンタ：お使いのプリンターを選択
プリセット：登録した設定を使いたいときに選択
用紙サイズ：セットした印刷用紙のサイズを選択
方向：アプリケーションソフトで設定した印刷方
向を選択
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コンピューターから印刷

A

プリンターに印刷用紙をセットします。

Mac OS X の場合

コンピューターから印刷

D

E

ポップアップメニューの［印刷設定］を選択
して、各項目を設定します。

［プリント］をクリックします。

以上で終了です。

22

メンテナンス

メンテナンス
インクの補充

E

カバーを開けてキャップを外します。

インク残量を確認する
インク残量はインクタンクを実際に見て確認してくださ
い。コンピューターからは、インク残量の目安が確認でき
ます。
N 43 ページ「インクボトルの型番」

インクを補充する

K

本製品用のインクボトルをお使いください。
使用前に、インクボトルやインクボトルの個装箱に書かれ
ている注意事項と、「インクボトルの取り扱い」を必ずお
読みください。
N 6 ページ「インクボトルの取り扱い」

• インクをこぼさないよう注意してください。
• インクタンクの色と補充したいインクの色が
合っていることを確認してください。

K
• 注入口からインクが漏れないように入れてくださ
い。インクが飛び散るおそれがあります。
補充時やボトル取り扱い時の、手や周囲へのインク
汚れに注意してください。衣服や所持品に付着する
と、取れないことがあります。
• インク残量が下限線に満たない状態でプリンターを
使い続けると、故障するおそれがあります。プリン
ターが動作していないときに、インクタンクの上限
線までインクを補充してください。補充後にインク
残量をリセットすることをお勧めします。

C

◀▶ボタンで［インク残量情報を更新］を選
択して、OK ボタンを押します。

D

画面のメッセージを確認して
します。

ご購入の時期によってインクボトルの形状が変更
されている場合があります。

メンテナンス

A
B

ホーム画面から◀▶ボタンで［セットアップ］
を選択して、OK ボタンを押します。

F

インクボトルのキャップの先端を折ります /
キャップのカバーを取り外します。

◀▶ボタンで［プリンターのお手入れ］を選
択して、OK ボタンを押します。

G

中蓋のテープを剥がしてからしっかり閉めま
す。

ボタンを押

K
しっかり閉めないと、インクが漏れるおそれが
あります。
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メンテナンス

H

色を確認し、インクをタンクの上限線まで補
充します。

J

キャップをしっかり取り付けます。

K
キャップの取り付け忘れにご注意ください。

K
タンク内部が見えにくいことがあります。イン
ク注入口からインクがあふれないように注意し
て補充してください。

I

L

OK ボタンを押します。

M

◀▶ボタンで補充した色を選択して、OK ボ
タンを押します。

N

ボタンを押して、画面に表示されるメッ
セージを確認したら、OK ボタンを押します。

インクが残ったら取り外したキャップの先端ま
たはカバーをしっかり取り付けて保管します。

L
• インクボトルはまっすぐ立てて保管してくだ
さい。
• 空のインクボトルの廃棄：
一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入
れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示
に従って廃棄してください。
事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄
物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法
令に従って廃棄してください。

24

K

カバーを閉めます。

以上で終了です。

ノズルチェックとヘッドクリーニング
印刷結果にスジが入ったり、おかしな色味で印刷されたり
するときは、ノズルの状態をご確認ください。また写真を
印刷する前にも、ノズルチェックを行うことをお勧めしま
す。

①ノズルチェックパターンの印刷

A
B

ホーム画面から［セットアップ］-［プリンター
のお手入れ］-［プリントヘッドのノズルチェッ
ク］の順に選択します。
A4 サイズの普通紙をセットし、排紙トレイ
を引き出して、ノズルチェックパターンを印
刷します。

③ヘッドクリーニング

K
• ヘッドクリーニングは必要以上に行わないでくださ
い。
• インク残量が少ないと、ヘッドクリーニングできな
いことがあります。インクを補充してから実行して
ください。
• ヘッドクリーニング中は電源を切らないでくださ
い。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

A

画面の案内に従ってヘッドクリーニングを実
行します。

B

ノズルの目詰まりを再確認します。
①［ノズルチェック実行］を選択します。
② 画面の指示に従って再度ノズルチェックパター
ンを印刷します。

ノズルチェックパターンの全ての線が印刷されるまで、ノ
ズルチェックとヘッドクリーニングを繰り返します。

L
②目詰まりの確認
ノズルチェックパターンを下図のサンプルと比較します。
■印刷されない線がある
→ 目詰まりしています。［はい］を選択して次の手順に進
みます。

ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 3 回
程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、印
刷しない状態で 12 時間以上放置した後、再度ノズル
チェックとヘッドクリーニングを実行してください。
電源を切って放置することをお勧めします。それでも
改善されないときは、エプソンの修理窓口に修理を依
頼してください。
N 裏表紙「お問い合わせ先」

■全ての線が印刷されている
→ 目詰まりしていません。［いいえ］を選択して終了しま
す。

印刷のズレ調整（プリントヘッドの位置調整）

A

ホーム画面から［セットアップ］-［プリンター
のお手入れ］-［プリントヘッドの位置調整］
の順に選択します。
◀▶ボタンで項目を選択して、OK ボタンを押しま
す。

B

A4 サイズの普通紙をセットし、排紙トレイ
を引き出して、調整パターンを印刷します。
N 13 ページ「用紙をセットする」

C

画面の案内に従って OK ボタンを押します。
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メンテナンス

以上で終了です。

メンテナンス

D

調整パターンを確認し、それぞれのグループ
で最も縦スジのないパターンの番号を選択し
ます。
印刷したパターンの中で最も縦スジのない番号を
確認します。

▲▼ボタンで選択して、OK ボタンを押します。
次の印刷から調整結果が反映されます。

以上で終了です。

給紙経路のクリーニング
印刷物に汚れやインクが付着するときや、印刷用紙が正し
く給紙されないときは、プリンター内部（ローラー）をク
リーニングしてください。

K
プリンター内部はティッシュペーパーなどで拭かない
でください。繊維くずなどでプリントヘッドが目詰ま
りすることがあります。

A

ホーム画面から［セットアップ］-［プリンター
のお手入れ］-［クリーニングシート通紙］の
順に選択します。

B

A4 サイズの普通紙をセットし、画面の指示
に従って給紙経路をクリーニングします。

L
印刷物に汚れやこすれがなくなるまでこの作業を繰り
返してください。
以上で終了です。
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プリンターの輸送

プリンターの輸送
プリンターを修理に出すときや、引っ越しなどで輸
送するときは以下の手順で梱包します。

C

K
• 本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、
逆さまにしないでください。インクが漏れるおそれ
があります。

• 開封済みのインクボトルはプリンターと同じ箱に入
れないでください。

A

インクタンクのキャップがしっかり締まって
いることを確認します。

スキャナーユニットを開け、プリントヘッド
が動かないように市販のテープなどでしっか
り固定してから、スキャナーユニットを閉め
ます。

B
スキャナーユニットを開閉するときは、手や指
を挟まないように注意してください。けがをす
るおそれがあります。

E

原稿カバーを開けて、原稿が無いことを確認
します。

F

以下のように梱包できる状態にします。

G

保護材を取り付けた後、箱に入れます。

プリンターの輸送

D

USB ケーブルや印刷用紙、メモリーカードを
取り外します。

K
キャップの取り付け忘れにご注意ください。
キャップが開いたままだと、プリンターを輸送
する際に、インクが漏れるおそれがあります。

L

B

P ボタンを押してプリンターの電源を切り、
ランプの消灯を確認してから電源プラグをコ
ンセントから抜きます。

K
電源プラグは電源ランプの消灯時に抜いてくだ
さい。プリントヘッドがホームポジション（待
機位置）に戻らず、乾燥して印刷できなくなる
おそれがあります。

輸送後はプリントヘッドを固定したテープを剥
がしてください。
輸送後に印刷不良が発生したときは、ノズル
チェックをしてください。
N 25 ペ ー ジ「 ノ ズ ル チ ェ ッ ク と ヘ ッ ド ク
リーニング」
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困ったときは

困ったときは
ここではよくあるご質問の対処方法を説明します。電子マニュアルの『ユーザーズガイド』には、より多くの事
例が掲載されています。また、エプソンのホームページの FAQ< http://www.epson.jp/faq/ > では、最新情
報や動画でご案内している対処方法もありますので、併せてご覧ください。

操作パネルにメッセージが表示された
エラーやお知らせがあると、
プリンターの画面にコードが表示されます。以下の対処方法に従ってトラブルを解決してください。
コード
E-01

状況
プリンターエラーが発生しました。

対処方法

エラーコード：XXXXXX

スキャナーユニットを開けてプリンター内部に用紙や保護材が
入っていたら取り除いてください。電源を入れ直しても同じメッ
セージが表示されるときは、エラーコードを控えてから、エプソ
ンの修理窓口にご連絡ください。
N 裏表紙「お問い合わせ先」

E-02

スキャナーエラーが発生しました。

電源を入れ直してください。

E-11

廃インク吸収パッドの交換が必要です。 廃インク吸収パッド * はお客様による交換ができないため、エプ
ソンの修理窓口に依頼してください。

W-01

用紙が詰まりました。

用紙を取り除いてから、画面下に表示されているボタンを押して、
エラーを解除してください。電源の入れ直しが必要なこともあり
ます。
N 31 ページ「詰まった用紙を取り除く」

W-11

廃インク吸収パッドの交換時期が近付
きました。

廃インク吸収パッド * はお客様による交換ができないため、エプ
ソンの修理窓口に依頼してください。このメッセージは、交換す
るまで定期的に表示されます。
ボタンを押すと印刷を続行できます。

I-22

［プッシュボタン自動設定（AOSS/
WPS）］で無線 LAN を設定します。

アクセスポイントのプッシュボタンを押してください。ボタンが
ないときは、アクセスポイントの設定画面を開いて、ソフトウェ
アプッシュボタンを押してください。

I-23

［PIN コード自動設定（WPS）］で無線
LAN を設定します。

アクセスポイントかコンピューターに、プリンターの画面に表示
された PIN コードを 2 分以内に入力してください。

I-31

［カンタン自動設定］で無線 LAN を設
定します。

コンピューターにソフトウェアをインストールして、無線設定が
開始されたら OK ボタンを押してください。

I-41

［設定画面自動表示］を無効にしました。 ［設定画面自動表示］を無効にすると、AirPrint が使用できません。
一部の機能が使えなくなります。
使用するには、［設定画面自動表示］を有効にしてください。

I-60

お使いのコンピューターは WSD（Web
Services for Devices）に対応して
いません。

WSD を利用してコンピューターにスキャンした画像を保存する機
能は、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows
7 または Windows Vista の英語 OS で対応しています。プリン
ターとコンピューターが正しく接続されていることを確認してく
ださい。

Recovery
Mode

ファームウェアのアップデートに失敗
したため、リカバリーモードで起動し
ました。

以下の手順でもう一度ファームウェアをアップデートしてくださ
い。
① コンピューターとプリンターを USB 接続します（リカバリー
モード中のアップデートは、ネットワーク接続ではできません）。
② エプソンのホームページから最新のファームウェアをダウン
ロードしてアップデートを開始します。
詳しくはダウンロードページの「ファームウェアのアップデー
ト方法」をご覧ください。

*：クリーニング時や印刷時に排出される廃インクを吸収する部品です。吸収量が限界に達する時期は使用状況によって異な
ります。限界に達すると、パッドを交換するまで印刷できません（インクあふれ防止のため）。保証期間経過後の交換は有
償です。
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印刷結果のトラブル

文字や罫線が二重になる・ぼやける

スジが入る・色合いがおかしい
黒いスジや 2.5cm の等間隔でスジが入る
一定間隔のスジ

印刷のズレ調整（プリントヘッドの位置調整）をする
N 25 ページ「印刷のズレ調整（プリントヘッドの
位置調整）」

双方向印刷の設定を無効にする
設定時は印字速度が遅くなります。

普通紙に印刷しているとき
印刷品質を［きれい］に設定する
［きれい］に設定すると印刷速度が遅くなります。

用紙が汚れる・インクが付着する
縦スジ

写真用紙やハガキに印刷しているとき
用紙の設定を再確認する
プリンターにセットした用紙と印刷データの設定を
合わせてください。
N 13 ページ「用紙をセットする」

白いスジや線が入る
色合いがおかしい
画面と印刷結果の色が合わない

給紙経路をクリーニングする
N 26 ページ「給紙経路のクリーニング」

横スジ

ノズルチェックをする
ノズルチェックパターンを印刷する
プリンターからノズルチェックパターンを印刷して、
目詰まりしているか確認します。
N 25 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニ
ング」

用紙の反りを返す
N 10 ページ「印刷用紙取り扱い上の注意」

ヘッドクリーニングをする

困ったときは

ノズルチェックパターンを確認して、必要に応
じてヘッドクリーニングをする
N 25 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニ
ング」
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困ったときは

用紙が給紙されない（紙無しエラーが発生する）
用紙をセットし直す
印刷できる用紙とセット枚数、用紙種類を確認して、使
用可能な用紙をセットしてください。
用紙をセットしたら、用紙のサイズと種類を登録してく
ださい。
N 11 ページ「印刷できる用紙とセット枚数、用紙
種類」
• セット状態を必ず確認！
①セット可能枚数を超えない
②複数枚の用紙は端をそろえる
③用紙ガイドの三角マークを越えない
④用紙の端に用紙ガイドを合わせる
⑤用紙のセット向き（縦・横）が正しいか確認
• セット前の用紙を必ず確認！
① 普通紙はよくさばいて紙粉を落とし、側面を整える
② 用紙が反っているときは、反りと反対に丸めるなど
して平らにする

給紙経路をクリーニングする
N 26 ページ「給紙経路のクリーニング」

正しく給紙ができない
以下を確認してから、現象に応じた対処方法をお試しくだ
さい。
• プリンターを水平な場所に置いて、適切な環境で使用し
てください。
N『ユーザーズガイド』-「付録」-「プリンターの仕様」
• 印刷用紙取り扱い上の注意に従ってください。
N 10 ページ「印刷用紙取り扱い上の注意」
• プリンターの用紙サイズと用紙種類の設定を、実際に
セットした用紙に合わせてください。
N 11 ペ ー ジ「 印 刷 で き る 用 紙 と セ ッ ト 枚 数、 用 紙
種類」

印刷用紙が詰まる
• 印刷用紙を正しい方向でセットして、印刷用紙の側面に
用紙ガイドを合わせてください。
• 複数枚セットしてうまく給紙できないときは、1 枚ずつ
セットしてください。

斜めに給紙される
印刷用紙を正しい方向でセットして、印刷用紙の側面に用
紙ガイドを合わせてください。
N 13 ページ「用紙をセットする」

重なって給紙される
• 用紙が密着している可能性があるため用紙をさばいてく
ださい。
• 複数枚セットしてうまく給紙できないときは、1 枚ずつ
セットしてください。
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給紙されない
• 印刷用紙はセット可能枚数を超えてセットしないでくだ
さい。普通紙は用紙ガイドの▼マーク下の線を越えて
セットしないでください。それでも給紙されないときは、
1 枚ずつセットしてください。
• 給紙経路をクリーニングしてください。
N 26 ページ「給紙経路のクリーニング」
• 厚さ 0.05 ～ 0.6mm の用紙を使用してください。た
だし、紙の厚さがこの範囲内であっても用紙の硬さや透
け具合によっては正しく給紙されないことがあります。

用紙が詰まった
詰まった用紙を取り除く
①プリンター内部
②シートフィーダー

N 31 ページ「詰まった用紙を取り除く」

用紙を取り除いても、また詰まる
用紙をセットし直す
印刷できる用紙とセット枚数、用紙種類を確認して、
使用可能な用紙をセットしてください。
用紙をセットしたら、用紙のサイズと種類を登録し
てください。
N 11 ページ「印刷できる用紙とセット枚数、用
紙種類」
• セット状態を必ず確認！
①セット可能枚数を超えない
②複数枚の用紙は端をそろえる
③用紙ガイドの三角マークを越えない
④用紙の端に用紙ガイドを合わせる
⑤用紙のセット向き（縦・横）が正しいか確認
• セット前の用紙を必ず確認！
① 普通紙はよくさばいて紙粉を落とし、側面を整える
② 用紙が反っているときは、反りと反対に丸めるなど
して平らにする

詰まった用紙を取り除く

K
• 用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく
引っ張るとプリンターが故障することがあります。
• プリントヘッドは絶対に手で動かさないでくださ
い。故障の原因になります。

K
プリンター内部のケーブル（白色）や半透明部品、
インクチューブには触らないでください。動作不良
の原因となるおそれがあります。

プリンター内部

B
スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟ま
ないように注意してください。けがをするおそれがあ
ります。

B

紙をゆっくり取り除きます。

C

スキャナーユニットを閉めます。

詰まっている用紙を取り除きます。

困ったときは

A

スキャナーユニットを開けます。

シートフィーダー
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困ったときは

コンピューターやスマートフォンから印刷ができない / 急に印刷ができなくなった
印刷ができない場合、さまざまな原因が考えられます。以下の流れの対処方法に従ってトラブルを解決してください。
問題がない場合は次のステップに進んでください。

1. プリンターだけで印刷できるか確認する
プリンターだけで印刷できるか試し印刷をします。例えば、
コピーができれば、プリンター本体に問題はありません。

2. コンピューター、スマートフォンに必要なソフト
ウェア、アプリがインストールされているか確認する

3. プリンターとコンピューター、ス
マートフォンを接続し直す

A

■コンピューターの場合

A

ケーブルの接続を確認します。
電源 /USB の各ケーブルがしっかりと接続されて
いるか確認します。
電源ケーブル
USB ケーブル

コンピューターの［デバイスとプリンター］
を表示します。

コンピューター側も
確認してください。

N 37 ページ「コンピューターの［デバイスと
プリンター］を表示する」

B

お使いのプリンター名が表示されているか確
認します。
表示されていない場合は、プリンタードライバーが
インストールされていません。

C

プリンタードライバーをインストールします。
手順は、『スタートガイド』「2A コンピューターか
ら印刷・スキャンする」をご確認ください。

■スマートフォンの場合
印刷アプリの例としてエプソンが提供する無料アプリ、
「Epson iPrint」を使⽤して説明します。

A

USB 接続の場合
• USB ケーブルを⼀度抜き、差し直します。
• コンピューターに複数の USB スロットがある場
合は、別のスロットに差し替えてください。
無線 LAN の場合
無線 LAN で接続されている機器が不安定になって
いる可能性があるため、再起動してください。
①全ての機器の電源を切ります。
アクセス コンピューター・
ポイント スマートフォン

プリンター

スマートフォンにアプリ［Epson iPrint］の
アイコン

が表示されているか確認します。

表⽰されていない場合は、インストールされていま
せん。

B

B

全ての機器を接続し直します。

②約 10 秒待ち、下図の順に電源を入れます。
A

B

C

アプリ［Epson iPrint］をインストールしま
す。
⼿順は、
『スタートガイド』裏⾯「2B スマートフォ
ンやタブレット端末から印刷する」をご確認くださ
い。

L
電源スイッチのないアクセスポイントの場合
は、電源ケーブルや AC アダプターをコンセ
ントから抜き差ししてください。ご利⽤のアク
セスポイントの操作は、アクセスポイントのマ
ニュアルをご覧ください。
③ 電波が届きやすいように、アクセスポイントと
コンピューター、プリンターをできるだけ近付
けてください。
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4. コンピューターからプリンターに
データが送信されているか確認する

D

コンピューターからプリンターに印刷データが送られてい
ない場合、「印刷ジョブ」としてコンピューター内に残っ
ていることや、
「印刷の⼀時停⽌」、
「オフライン」設定になっ
ていることが原因として考えられます。以下の⼿順で確認
してください。

印刷ジョブを表⽰します。
ご利⽤のプリンターのアイコンを右クリックし、
［印刷ジョブの表⽰］を選択してください。

スマートフォンをお使いの⽅は、次のステップに進んでく
ださい。

A

コンピューターの［デバイスとプリンター］
を表⽰します。
N 37 ページ「コンピューターの［デバイスと
プリンター］を表示する」

B

E

印刷ジョブの⼀覧を確認します。

印刷データが残っていれば、ここに
一覧表示されます。

通常使うプリンターに設定します。
ご利⽤のプリンターのアイコンを右クリックし、
［通常使うプリンターに設定］をクリックします。

印刷データが表⽰されている場合は［すべてのド
キュメントの取り消し］を選択します。

［通常使うプリンターに設
定］にチェックが入ります
アイコンが複数ある場合は、以下を参考に選んでく
ださい。
例）
USB ケーブルで接続： EP-XXX Series
ネットワークで接続： EP-XXX Series
（ネットワーク）

C

困ったときは

何度もプリンタードライバーをインストールする
とプリンタードライバーのコピーが作成されるこ
とがあります。
アイコンが複数あり、
「EP-XXX Series
（コピー 1）
」
などのコピーができてしまっている場合は、コピー
されたドライバーのアイコン上で右クリックし、
［デバイスの削除］をクリックして削除してくださ
い。

F

印刷の⼀時停⽌、オフラインで使⽤する設定
になっていないかを確認します。

［一時停止］や［プリンターをオフラインで使用
する］にチェックが入っている場合は、チェック
を外してください。

試し印刷をします。
印刷ができれば問題解決の流れはここで終了です。
印刷ができない場合は、引き続き、以下の⼿順にお
進みください。
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困ったときは

5. 各機器の接続や設定を確認する

B

ネットワーク接続診断レポートを確認します。
■診断結果に「NG」の項⽬がある場合

■ USB 接続の場合

A

コンピューターから USB ケーブルを外しま
す。

エラー番号

B

プリンターのアイコン上で右クリックし、［デ
バイスの削除］を選択します。

NG の項目
がある

『ユーザーズガイド』
（電⼦マニュアル）の「ネット
ワーク接続診断レポートの見方と対処方法」を参照
し、エラー番号に応じた対処を⾏ってください。
■診断結果の各項⽬が「OK」の場合

C

ネットワーク環境の情
報が表示されている場
合は、内容を確認

コンピューターに USB ケーブルを接続しま
す。
• コンピューターに複数の USB スロットがある場
合は、別のスロットに差し替えてみてください。
• USB ハブ使⽤時はプリンターとコンピューター
を直接、接続してください。

D

診断結果が「OK」の場合でも印刷やスキャンで問
題が発⽣しているときは、以下の対処を⾏ってくだ
さい。

コンピューターとプリンターを再起動します。

• ネットワーク設定情報の電波状態が「弱い」や「悪
い」と表⽰されているとき
アクセスポイントとプリンターの位置を⾒直し、
お互いに⾒通せる、できるだけ近い位置に設置し
てください。
• 診断レポートの下の欄にネットワーク環境の情報
が表⽰されるとき
-「電波が混雑しています」などの表⽰があると

再起動をしても印刷ができない場合は、プリンター
ドライバーをコンピューターからアンインストー
ルし、再度セットアップを行ってください。
N 37 ページ「プリンタードライバーのアンイ
ンストールと再セットアップ」

■無線 LAN 接続の場合

A

きは、アクセスポイントのチャンネル変更など
で改善することがあります。詳しくは、アクセ
スポイントのマニュアルをご覧ください。
-『ユーザーズガイド』
（電⼦マニュアル）の「ネッ
トワーク設定」の「ネットワーク接続診断レポー
トの⾒⽅と対処⽅法」を参照し、メッセージに
合った対処をしてください。

ネットワーク接続診断を⾏います。
① 用紙トレイに A4 サイズの普通紙をセットしま
す。
② プリンターのホーム画面から◀▶ボタンで［セッ
トアップ］を選択して、OK ボタンを押します。
③ ◀▶ボタンで［ネットワーク設定］を選択して、
OK ボタンを押します。
④ ◀▶ボタンで［ネットワーク接続診断］を選択
して、OK ボタンを押します。
ネットワーク接続診断が始まります。
⑤ x ボタンを押して、ネットワーク接続診断レポー
トを印刷します。

34

C

コンピューター、スマートフォンで Web サ
イトを閲覧できるか確認します。
閲覧できれば、コンピューターやスマートフォンの
ネットワーク設定には問題ありません。

D

コンピューター、スマートフォンとプリンター
を同じネットワークに接続します。
有線 LAN でも、無線 LAN でも、同じアクセスポ
イントに接続されている場合

L
• コンピューターやスマートフォンの各 OS で
SSID やパスワードを調べる⽅法について
は、以下の FAQ を参照してください。
http://www.epson.jp/faq/
製品カテゴリーからお使いの製品を選択し
て、「無線 LAN SSID」などのキーワード⼊
⼒で検索できます。
• モバイルルーターをお使いの⽅へ：以下の画
面（インク残量がグレー）が表示される場合
は、プライバシーセパレーターが設定されて
いる可能性があります。

コンピューターやスマートフォンの接続している
SSID がプリンターと接続している SSID と⼀致し
ている場合
SSID:XXXXXX-G1

XXXXXX-G1

XXXXXX-G1

XXXXXX-G1

プリンターが接続されている SSID の確認方法
ネットワーク接続診断レポートの下記の位置に記
載されています。

困ったときは

コンピューターが接続されている SSID の確認方
法
［コントロールパネル］-［ネットワークとインター
ネット］-［ネットワークと共有センター］の順に
選び、下記の画⾯で確認できます。

プライバシーセパレーター（ネットワーク分離
機能）とはアクセスポイントに接続された機器
間の通信を許可しない機能のことです。この機
能が有効になっているとアクセスポイントに接
続された機器間の通信ができないため、印刷や
スキャンができません。プライバシーセパレー
ター機能を無効にすると印刷やスキャンができ
るようになりますが、セキュリティー設定が変
わるのでご注意ください。メーカーによって
「ネットワーク分離機能」など名称が異なりま
す。機能や設定⽅法については、アクセスポイ
ントのマニュアルをご確認ください。
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困ったときは
プライバシーセパレーターが無効の場合

モバイル
ルーター

モバイルルーターに接続された
機器間通信が可能です。
プライバシーセパレーターが有効の場合

モバイル
ルーター

③［ポート］タブを選択して、選択されている印刷
ポートを確認します。

• EpsonNet Print Port が選択されていない場
合は、チェックを入れてください。
• EpsonNet Print Port がない場合は再度セッ
トアップが必要になります。
手順 5 までやっても印刷できない場合
プリンタードライバーをアンインストールし、再
度セットアップを行ってください。

L

モバイルルーターに接続された
機器間の通信が禁止されます。

E

印刷ポートを確認します。
コンピューターからプリンターに印刷データを送
る際は、「ポート」と呼ばれるコンピューター内の
データの通り道を正しく設定する必要があります。
① コンピューターの［デバイスとプリンター］を
表示する
N 37 ページ「コンピューターの［デバイス
とプリンター］を表示する」
② プリンターのアイコン上で右クリックし、［プリ
ンターのプロパティ］を選択します。
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以上の確認をしてもうまくいかない場合は、セキュリ
ティーソフトなどの影響が考えられます。他にもお客
様の状況に合った情報が、エプソンのホームページ内
にはありますので、以下の FAQ を参照してください。
http://www.epson.jp/faq/
製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、
「無線
LAN SSID」などのキーワード入力 で検索できます。

L

L

プリンタードライバーのアンインストールと再
セットアップ

コンピューターの［デバイスとプリンター］を
表示する

① コンピューターから EPSON EP-M570T Series
プリンターをアンインストールします。
プリンターを USB ケーブルで接続している場合は、
先に外してください。

スキャンに関するトラブル
スキャンの品質が悪い
• 原稿台をクリーニングしてください。
• 原稿台からスキャンするときは、原稿や原稿カバーを強
く押さえ付けないでください。強く押さえ付けると、ム
ラ、シミ、斑点が出ることがあります。
• 原稿に付いているゴミや汚れを取り除いてください。
• 原稿の種類をスキャンする原稿に合わせて設定してくだ
さい。
• 解像度を低く設定している場合は、解像度を上げてス
キャンしてください。
• Epson Scan 2 で画像を補正してからスキャンしてみ
てください。詳しくは Epson Scan 2 のヘルプをご覧
ください。

文字がぼやける
• Epson Scan 2 を起動し、
［お気に入り設定］で［書類］
を選択してください。
• Epson Scan 2 の［ドキュメントモード］の場合、［拡
張設定］タブをクリックし、
［イメージオプション］の［文
字くっきり］を選択してください。
• Epson Scan 2 でしきい値を調整してください。
［ドキュメントモード］の［イメージタイプ］で［モノクロ］
を選択し、
［拡張設定］タブをクリックして、
［しきい値］
を調整します。
• 解像度を上げてスキャンしてください。
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困ったときは

Windows 10：
［スタート］を右クリック -［プログラムと機能］の
［ア
順に選択、ご購入いただいたプリンターを選び、
ンインストールと変更］をクリックし、画面の指示
に従います。
Windows 8.1/Windows 8：
設定チャームから［コントロールパネル］-［プロ
グラムのアンインストール］の順に選択、ご購入い
ただいたプリンターを選び、［アンインストールと
変更］をクリックし、画面の指示に従います。
Windows 7：
［スタート］-［コントロールパネル］-［プログラム
のアンインストール］の順に選択、ご購入いただい
たプリンターを選び、［アンインストールと変更］
をクリックし、画面の指示に従います。
Windows Vista：
［スタート］-［コントロールパネル］-［プログラム
のアンインストール］の順に選択、ご購入いただい
たプリンターを選び、［アンインストールと変更］
をクリックし、画面の指示に従います。
Windows XP：
［スタート］-［コントロールパネル］-［プログラム
の追加と削除］の順に選択、ご購入いただいたプリ
ンターを選び、［変更と削除］をクリックし、画面
の指示に従います。
② 再度プリンターをセットアップします。
『スタートガイド』「2A コンピューターから印刷・
スキャンする」をご覧ください。

Windows 10：
［スタート］を右クリック -［コントロールパネル］-［デ
バイスとプリンターを表示］の順に選択します。
Windows 8.1/Windows 8：
設定チャームから［コントロールパネル］［
- ハードウェ
アとサウンド］（または［ハードウェア］）-［デバイ
スとプリンター］の順に選択します。
Windows 7：
［スタート］-［デバイスとプリンター］の順に選択し
ます。
Windows Vista：
［スタート］-［コントロールパネル］-［プリンター］
の順に選択します。
Windows XP：
［スタート］-［コントロールパネル］-［プリンタと
FAX］の順に選択します。

困ったときは

スキャンすると裏写りする
• 薄手の原稿は、原稿の裏側に黒い紙や下敷きなどを重ね
て原稿台にセットしてください。
• 原稿の種類をスキャンする原稿に合わせて設定してくだ
さい。
• Epson Scan 2 の［ドキュメントモード］の場合、［拡
張設定］タブをクリックし、
［イメージオプション］の［文
字くっきり］を選択してください。

モアレ（網目状の陰影）が出る
• 原稿の角度を少し変えてセットしてください。
• Epson Scan 2 の［ドキュメントモード］の場合：
［基本設定］タブをクリックして、［イメージタイプ］で
［カラー］を選び、
［拡張設定］タブをクリックして、
［モ
アレ除去］をチェックしてください。
• Epson Scan 2 の［フォトモード］の場合：
［拡張設定］タブをクリックし、［モアレ除去］で設定を
調整してください。
• 解像度の設定を変更してください。

意図した範囲、向きでスキャンできない
• 原稿台からのスキャン時は、原稿を原点マークに合わせ
て正しくセットしてください。
• スキャン結果の端が切れたときは、原稿を原点マークか
ら少し離してセットしてください。
• 原稿台や原稿カバーのゴミや汚れを取り除いてくださ
い。ゴミや汚れがあると、その位置までスキャン範囲が
拡張されるため、位置が大きくずれたり、画像が小さく
なったりします。
• 原稿台に複数の写真を置いて別々にスキャンしたいのに
1 ファイルにスキャンされてしまうときは、写真と写真
の間を 20mm 以上離してください。離しても 1 ファイ
ルにスキャンされてしまうときは 1 枚ずつセットして
ください。
• スキャンする範囲を正しく設定してください。
• Epson Scan 2［フォトモード］の［サムネイル表示］
でスキャンするときは、原稿を原稿台の端から 4.5mm
離してください。
• 高解像度の読み取り時に意図した範囲でスキャンできな
いことがあります。Epson Scan 2 でスキャンしてい
るときは、解像度を下げるか［プレビュー］画面でスキャ
ン領域を調整してください。

スキャン品質のトラブルが解決しないときは
全ての対処方法を試してもスキャン品質のトラブルが解決
できないときは、Epson Scan 2 をアンインストールし
て、再インストールしてください。詳しくは『ユーザーズ
ガイド』をご覧ください。
N『ユーザーズガイド』‐「ソフトウェアをアンインストー
ル（削除）する」
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電源と操作パネルのトラブル
電源が入らない
• 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでくださ
い。
• P ボタンを少し長めに押してください。

電源が切れない
P ボタンを少し長めに押してください。それでも切れない
ときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。プ
リントヘッドの乾燥を防ぐため、その後に電源を入れ直し
て、ボタンで切ってください。

プリンターの画面が暗くなった
スリープモードになっています。操作パネルのいずれかの
ボタンを押すと元の明るさに戻ります。

その他のトラブル
連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなった
高温によるプリンター内部の損傷を防ぐための機能が働い
ていますが、印刷は継続できます。印刷速度を回復させる
には、電源を入れたまま印刷しない状態で 30 分以上放置
してください。電源を切って放置しても回復しません。

印刷速度が遅い
• 不要なアプリケーションソフトを終了させてください。
• 操作パネルやプリンタードライバーの印刷品質を下げて
印刷してください（きれい→標準）。印刷品質が高いと
印刷速度が遅くなります。
• 双方向印刷設定を有効にしてください。双方向印刷はプ
リントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷するた
め、印刷速度が速くなります。コンピューターから、印
刷設定の［双方向印刷］を有効にします。

外部記憶装置にデータを保存できない
• 本製品で対応している外部記憶装置を使用してくださ
い。
• 外部記憶装置が書き込み禁止になっていないか確認して
ください。
• 外部記憶装置の空き容量が十分にあるか確認してくださ
い。空き容量が少ないと保存できません。
N『ユーザーズガイド』-「付録」-「プリンターの仕様」「外部記憶装置の仕様」

写真の選択画面で「？」と表示される
本製品に対応していない画像ファイルは「？」で表示され
ます。
N『ユーザーズガイド』-「付録」-「プリンターの仕様」「対応ファイルの仕様」

用紙が給紙されずにエラーメッセージが表示された
印刷ミスを防ぐため、プリンターに登録した用紙の情報と、
印刷設定（紙サイズ・種類）が一致しないときにエラーメッ
セージが表示されます。
プリンターに登録した用紙情報と印刷設定（用紙サイズ・
種類）を一致させてください。

A

メッセージを確認して、
OK ボタンを押します。

B

▲▼ボタンで以下のいずれかを選択し、OK
ボタンを押します。

• この用紙に印刷
プリンターにセットしている用紙のまま印刷する
場合（試し印刷や登録情報が正しくなかったとき）
• 現在の設定を変更
印刷設定に合わせて用紙をセットし直す場合
• 印刷中止
印刷を中止する場合

画面表示と印刷結果の色合いが異なる
困ったときは

• コンピューターの画面などのディスプレイ（モニター）
は、機器によって表示特性が異なります。機器の調整が
偏っていると、画像が適切な明るさや色合いで表示され
ません。機器の表示を調整してください。
• ディスプレイへの光の強さも画像の見え方に影響しま
す。直射日光を避け、適度な明るさの場所で画像を確認
してください。
• 高精細なディスプレイが搭載されたスマートフォンやタ
ブレットなどのスマートデバイスでは、印刷結果とは色
の見え方が異なることがあります。
• ディスプレイとプリンターでは発色の原理が異なるた
め、画面表示と印刷結果の色合いが完全に一致すること
はありません。
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サービスとサポートのご案内

サービスとサポートのご案内
弊社が⾏っている各種サービス・サポートについては、裏表紙の「お問い合わせ先」をご覧ください。

修理に出す前に
「故障かな？」と思ったときは、28 ページ「困ったときは」のトラブル対処方法をお読みください。それでもトラブルが解
決しないときは以下の準備をしてください。
①保証書の有無および内容の確認をする。
②補修用性能部品および消耗品の保有期間を確認する。
③「お客様診断シート」をコピーして、トラブルの内容を記入する。
N 41 ページをコピーして使用してください。

保証書について
保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき修理いたします。保証期間、保証事項については、保証書をご覧
ください。
保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年⽉⽇」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。
これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お
買い求めいただいた販売店までお申し出ください。
保証書は⼤切に保管してください。

補修用性能部品および消耗品の保有期間
本製品の補修⽤性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後 5 年間です。
改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。
故障の状況によっては、弊社の判断により、製品本体を同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがありま
す。同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使⽤いただけなくなることがあります。

修理に出すとき
以下を確認してから、修理依頼を申し込んでください。
① 修理に出す前に ③でコピーし、記入した「お客様診断
シート」を製品の原稿台の上に載せて、原稿カバーを
閉じる。

お客様診断シート

②「修理品送付・持ち込み依頼先」に修理を依頼する。
保守サービスの受付窓口
保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、以下で承
ります。
• お買い求めいただいた販売店
• エプソンの修理センター
• エプソンのホームページ

40

■製品に関するご質問・ご相談先
（エプソンインフォメーションセンター）
製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
【電話番号】050-3155-8700
◎上記電話番号がご利⽤できない場合は、
042-507-6474 へお問い合わせください。
■修理品送付・持ち込み依頼先
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、
下記修理センターまで送付願います。
札幌修理センター：011-805-2886
松本修理センター：050-3155-7110
⿃取修理センター：050-3155-7140
沖縄修理センター：098-852-1420
修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認
ください。
http://www.epson.jp/support/

お客様診断シート
ご使用の製品と一緒に修理センターへ送付いただくシートです。

修理に出す前にしていただきたいこと
①このページをコピーして、チェック項目をご記入ください。
②記入後、製品と一緒に修理センターへ送付してください。
☝不具合の解析時間が短縮されることがあります。

お客様診断シート

切り取り
Q1：いつ頃から故障が発生していますか？
□使用開始直後から

年

□ある程度使用してから（購入後

ヶ月頃から）

□その他（

）

Q2：故障の発生頻度を教えてください。
□使用するたびに発生

□頻繁に発生する

□稀に発生する

□初めて

□その他（

）

Q3：お客様の製品の症状をお聞かせください。
製品によっては対応していない機能があります。
＜印字異常のとき＞
ヘッドクリーニングを3回程度試してみましたか？

□はい

□いいえ

以下のあてはまる症状の□に、
チェック［ ］を入れてくだ
さい。

□色が出ない

ヘッドクリーニングを3回程度実施してください。それでも目詰ま
りが解消されないときは、12時間以上放置したあと、再度目詰まり
の状態を確認してください。詳しくは本書の「ヘッドクリーニング」
と電子User s Guideの「インクチューブ内のインクを入れ替える」
をご確認ください。

□スジが入る（□縦スジ

□横スジ）

□色味がおかしい（□濃淡

□色むら/かすれがある □用紙が汚れる（□印刷する面全て

□裏汚れ

□前端

□かすれ

□色が出ない）

□後端 ）

□文字や線がずれる/2重になる □ヘッドクリーニングしても復帰できない（実施したクリーニング回数：
□インクチューブリフレッシュをしても復帰できない
□その他（

切
り
取
り

）

【お願い】差し支えないようでしたら、お客様のプリンターで発生した印刷異常の結果を、製品と一緒に
送付してください。不具合解析時間が短縮されることがあります。

＜用紙の給紙/排紙不良のとき＞
□用紙が詰まる

□詰まった紙が取れない

□給紙されない

□白紙で排出される
□用紙が斜めに印刷されて出てくる
異常が発生する用紙種類、用紙サイズをご記入ください。
用紙種類：

□同時に数枚排出される
□用紙が出てこない

，用紙サイズ：

，用紙メーカー名：

□その他（

）

【お願い】 差し支えないようでしたら、お客様のプリンターで発生した印刷異常の結果（可能であれば
5〜10枚）を、製品と一緒に送付してください。不具合解析時間が短縮されることがあります。

＜エラー発生のとき＞
□プリンターエラーが頻繁に発生する（エラーコード：0x

）

□電源が切れない/入らない

□パネルにエラーメッセージが表示される（エラー内容：

）

□その他（

）

＜認識不良のとき＞
認識しない物を選んでください。
□SDカード
□コンピューター（接続方法：□USB □無線LAN
□スマートフォン/タブレット
□アクセスポイント/無線ルーター
□スキャナー（接続方法：□USB

□無線LAN □有線LAN）

□その他（

□有線LAN）

□外部ストレージ
）

認識しない物のメーカー、型番をご記入ください。
メーカー名：

型番：

＜その他＞
上記にお客様の症状が該当しない場合には、こちらにご記入をお願いいたします。

回）

インクボトルの型番

インクボトルの型番
インクボトルは純正品をお勧めします
本製品用の純正品以外のインクボトルやその他の製品を使用すると、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなどプリン
ター本来の性能を発揮できないことがあります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因
して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。
純正品の型番は以下の通りです。
パッケージ

「ハサミ」が目印です

画面の表示

色

型番

BK

ハサミ

ブラック

HSM-BK

C

ハサミ

シアン

HSM-C

M

ハサミ

マゼンタ

HSM-M

Y

ハサミ

イエロー

HSM-Y

インクボトルの型番
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